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　さまざまな研究により、定期的な運動習慣を身に着け、バランスの良

い食事をとり、社会とのつながりを維持し、精神的に活発であり続け

るなど、ライフスタイルを大きく変えることで、認知機能の低下のリ

スクを減らせる可能性があることが示されています1）。こうしたBrain 

Healthに良いライフスタイルは、心臓の病気や糖尿病のリスクを減ら

せる可能性があるなど、身体全体にとっても望ましいものです。

　自分の Brain Health に気を配ることに、遅すぎるとか早すぎると

いうことはありません。どの年代であっても、健康的な選択をする

ことは有益です。同様に、健康な人でも、認知症になるリスクが高い

グレーゾーンの人でも、認知症の人でも、認知機能低下のリスクを減

らすことには大きな意味があります。ひと続きの人生の中で、これ

までどおりの生活を送ることにつながるからです。

　世界的に Brain Health への関心が高まるなか、この冊子では日常

生活の中で違和感を抱くなどの「ごく早期の認知症」の症状が出始め

た状態、つまり Brain Health に不安が生じ始めた状態にスポットを

当てました。その状態の人がどういう思いでおり、どういう支援が

求められているのか。実際にどういう取り組みが始められているのか。

さまざまな立場の人たちからのメッセージと、取り組みの内容を紹

介していきます。

1）Fratiglioni L, et al.: Lancet Neurol, 3:343-353, 2004

Brain Health（脳の健康）を考える

東京都健康長寿医療センター 脳神経内科 部長 　岩田  淳



54

　以前、胸にしこりができて、乳がんかも
しれないと思って受診したことがありま
した。結局はがんではなく、ホルモンの影
響によるものだったのですが、そのとき
に医師が「よく気がついたね」と褒めてく
れたんです。「こんなに小さいしこりなの
に」って。認知症の場合は、自分で早く気
づいても褒めてもらえませんよね。
　私は2007年に、朝食べたコーヒーゼリー
のことをすっかり忘れていたことがきっ
かけで、脳神経内科を受診しました。その
1年ほど前から、本の内容や登場人物が覚
えられなかったり、半年前からは約束の
時間を忘れたり、日々の生活の中で「何か

おかしい」というぼんやりとした違和感
はありました。
　脳神経内科では、「若年性アルツハイ
マー病と思われる」と診断されました。で
も治療は行わず、1年間様子をみることに
なりました。1年後、再検査の際に、生活の
しづらさや不安な思いを訴えたのですが、
医師は「しっかりしているから大丈夫。ま
だ若いのに薬を飲んでどうするの」と言
うばかりです。何だか取り合ってもらえ
ないような印象を受けました。
　その後、アルツハイマー病の専門医で
ある現在の主治医に出会うことができま
した。そこで髄液検査の結果から、『若年

認知症になってからも
“新しいつながり”がつくれる

1961年、鳥取市生まれ。看護学校卒業後、看護師として市内の総合病院に7年間勤務。同居す
る義母、義父を10年余り介護した後、個人病院に復職し8年間勤務。2007年6月、45歳で若年
性アルツハイマー病の疑いありと診断され、翌年退職。その後、別の病院で確定診断を受ける。
2010年から認知症になっても自分らしく暮らせる社会をつくるための活動を続け、現在、日
本認知症本人ワーキンググループの代表理事を務める。地元の鳥取市で「公民館サロン」「本
人ミーティング」を2カ月に一度開催。2019年4月からは、市の認知症地域支援推進員事業の
一環として、月に一度、認知症の本人自らが、認知症当事者の暮らしの相談を受ける「おれん
じドアとっとり」を始めている。

藤田  和子 さん

一般社団法人 日本認知症本人ワーキンググループ 代表理事

認知症の人の声

取材：2018年8月4日 ホテルニューオータニ鳥取
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性アルツハイマー病』という確定診断を
受け、すぐに薬物治療が始まりました。そ
の先生は、私や家族の話を丁寧に聞きな
がら、薬の量を細かく調整してくれるので、
診断がつく前よりも生活がしやすくなっ
たと感じています。
　ただ、その先生に「記憶はどうですか？」
と聞かれたくないとお話したことがあるん
です。「記憶がなくて困ったことがある？」
とか「何か失敗した？」と聞かれると、忘れ
たこと、失敗したことばかりに意識が向い
て気持ちが落ち込みます。それよりも、「最
近お友達と会って話をしたりしている？」
とか、「この前、家族と喧嘩したと言ってい
たけれど仲直りした？」といった問い掛け
から始めてもらえると、その人の生活の様
子も垣間見えるじゃないですか。付き添い
の家族や友だちがそういう話を聞けば、「そ
ういえば最近は一緒に食事に行っていない
な」「楽しいことをしていないな」と、暮らし

という視点がインプットされます。そこで
先生が、「人間関係を継続していくことが大
事なんですよ」とひと声かけてくれたら、「あ
あそうか、食事に誘ったりすることも本人
の治療に役立つんだ」となりますよね。
　私はずっと「人間関係の継続が大切で
す」と言い続けてきました。以前は、病気
になる前の人間関係のことを考えていま
した。でも、当事者の仲間や、認知症の人
がより良い生活ができるように一緒に考
え、動いてくれる人たちと関わるなかで、
今は認知症になってからも新しい人間関
係がつくれると実感しています。だから
デイサービスにしろ、認知症カフェにしろ、
認知症の人の居場所をつくってそこが終
点とは考えてほしくありません。そこか
らさらに、新しい人だったり、新しい地域
だったりとつながることが大切だと考え
て、それぞれの意思を尊重した希望につ
ながる手助けをしてほしいのです。

認知症の人、これから認知症になるかもしれない人や 
そのパートナーになる人々への貴重なヒントにあふれています。

〔1年前、半年前、1カ月前の私と今の私とでは変化があります。明らかに疲れやすくなっ
たし、自分が思うようには生活できずにイライラすることも増えました。病状は着実
に進んでいると感じます。ですから今のうちに、これまで話してきたことやフェイスブッ
クに投稿してきたものを中心に、私が考えていることをまとめてみようと思います〕（本
書「はじめに」より）。

［ 徳間書店 ］

認知症になってもだいじょうぶ！
そんな社会を創っていこうよ

藤田和子さんの著書
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認知症になっても
今までの生活を継続できる

─ まだ一般的には “ 認知症になると何も
わからなくなる ” というイメージがあ
ると思います。一方で症状が軽い段階
での受診も増えているようですが。

　私の外来では、自分で認知症ではない
かと心配し、おひとりで来られる人のほ
うが多いですね。そうした方々のおよそ
半分は、認知症ではないけれど軽度の認
知機能の低下があり、将来は認知症に移
行するリスクが一般高齢者よりも高いグ
ループです。
　おひとりで来られる人の話を伺うと、
しかるべき受診の理由があります。もの
忘れが増えてきて、日常生活での失敗も
ある。そのために自信を失い、不安から
QOL（生活の質）や ADL（日常生活動作）
が落ちている状態の人が多いようです。
負の相互作用といいますか、自信をなく
すと失敗が増え、ますます不安になるこ

とで判断力も落ちるというのはよくある
ことでしょう。そうした人の中には、自分
自身を取り戻すことで以前の状態に戻る
人もいます。

─ 不安を減らすことが重要なのですね。
認知症になるリスクが高いと思われる
人たちには、どのような説明をするの
でしょうか。

　私が伝え続けていることのポイントは
ただ一つ、「認知症になってもならなくて
も、これまでと継続した暮らしができる」
ということです。適切な支援があれば、食
べたい物を食べ、やりたいことがやれ、住
みたい場所で生きていけるということを
話し続けます。
　その後の経過の中で、「やっぱりもの
忘れが強くなってきました」という話が
出たとします。ここが非常に大事なとこ
ろで、「認知症の診断がつくかもしれない。
でもついたとしても、診断の前後で脳の
中が大きく変わるわけではないし、身体
も変わらない。そこで病気とどう向き合

認知症はどう生きるかを問う病気

取材：2019年3月11日 東京慈恵会医科大学（東京）

繁田 雅弘 先生 東京慈恵会医科大学 精神医学講座 教授 
同大学精神神経科・メモリークリニック 診療部長

不安への対応
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うかが、今と同様の生活を続けられるか
どうかの分かれ道になります」と話しま
す。
　認知症の診断がついた際には、「前にお
話したことを覚えていますか？」とあら
ためて同じ話を繰り返します。

認知機能が低下しても 
喜びや感動は低下しない

─ 認知症のリスクがあるといっても、認
知症になるのか、ならないのかという

点だけにとらわれないことが大切なの
ですね。

　認知症になるかもしれないし、ならな
いかもしれない。認知機能が健康な状態
に戻るかもしれない（図）。要するにどう
なるかわからないわけです。だから認知
機能の低下がみられる人には、「病院で
やったテストの成績がちょっとふるわな
かったとか、老化の影響が強く出たぐら
いにまずは思っていてください」と話し
ています。

「でも先生、認知症になるかもしれないの

認知機能低下のリスクのある状態
では、その原因となる病気によっ
て現状が保たれたり、回復したり
することもあるため、それだけで
認知症予備軍とはいいません。こ
れまでの研究でも16～41％の人
が健康な状態に戻ると報告されて
います1）。

加齢と認知機能 (イメージ図)認知症の手前のグレーゾーン

認知機能低下の
リスクのある状態

1）認知症疾患診療ガイドライン2017，「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会, p147, 2017, 医学書院

認知症疾患診療ガイドライン2017より作成

1）

1）
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でしょう？」と言う人もいます。その場合
は、「そう、認知症になるかもしれません。
でも、かもしれないというだけで自信を
なくし、自分の可能性を狭めるのはすご
くもったいないことだと思いますよ」と
答えます。認知症になるかもしれないか
らといって、たとえば旅行や、家の建て替
えや、再婚などをあきらめて、結果、認知
症にならなかったという人も多いのです
から。
　認知症の進行を説明するとき、よく右
肩下がりに能力が落ちていく図が使われ
ます。私の場合、人によって説明の仕方
は違うのですが、「人生はこのグラフの最
後まで続くわけではありません。症状が
軽いままで人生を全うされる人も最近は
増えました」という話につなげます。あ
るいは、「仮にこのように認知機能は落ち
るにしても、そもそも人間の価値は認知
機能で決まるのですか？」と問い掛けま
す。観た映画の主役の名前や食事をした
レストランの名を覚えていることが人間
の価値だとしたら、それはおそらく落ち
ていくでしょう。でも、認知症が進んでも、
映画を観て感動したとか、ご飯を食べて
おいしいとか、温泉に入って良い気分だ
とか、人に会ってうれしいといった感情
は落ちない。それを人間の価値だと思う

なら、認知症になっても人間の価値は変
わることはない。「気持ちまでこのグラ
フ（7P）のように落ちてしまうかは、あな
たしだいです」と考えています。

認知症という病気と 
向き合うことは、人生を 
問い直すきっかけになる

─ 早期に相談に来る人は、人生で続けたい
ことがあるから受診するのでしょうか。

　そうとは限りません。「これをやりなが
ら生きたいとか、こういうふうに暮らして
いきたいと言っていただけると医療の支
援をしやすいのですが」と話しても、答え
られない人もいます。人生の目的など考
える余裕もなく生きてきた人も多いです
からね。そういう人には、「認知症になっ
てもやりたいことを探しておいてください」
と話しています。
　認知症はどう生きるかが問われる病気
です。そこに他の病気とは違うつらさが
あるのかもしれません。
　高血圧や糖尿病であれば検査所見が改
善することを目標にできます。もしも、が
んで余命が限られたとしたら、ある意味、

不安への対応
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残された時間で具体的に何をしたいかを
自分に問い直し、整理をつけやすいのか
もしれません。
　認知症の場合は、発症後も何年、何十年
と人生が続きます。また、認知症になるリ
スクが高いが、ならないかもしれないと
告げられた場合は、結果的に発症しなく
ても発症への恐れと戦いながら生きるこ
とになるでしょう。
　一方で、そうした診断を受けた人が、慌
ただしい生活の中で立ち止まり、「いや待
てよ。認知症になるかもしれないし、な
らないかもしれないが、俺の人生はまだ
20年30年と続きそうだ。さてどのよう
に生きようか」と考えるとしたら、それは
とても貴重なことだと思います。認知症
と向き合うことが、自分の人生を問い直
すきっかけになれば、その後の人生はよ
り有意義なものになると思います。

─ 認知症の発症予防について質問を受け
ることも多いのではないでしょうか。

　私は講演会でよくこういう話をします。
「みなさんの中の一人から『私が認知症に

ならない方法を教えてほしい』と言われ
ても、それはわかりません。でも、この会
場にいる300人の中で、3年後に認知症に

なる人の割合を減らせと言われれば、減
らす自信はあります。みんなで予防に良
いとされることをやればいいのですから」。
　何が言いたいかというと、すべての予
防法が必要という意味ではありません。
どの方法が合うかは人によって違うので、
それぞれの人に何が必要かわからないと
いうことです。
　ベストな予防法を考えるなら、管理栄
養士 と 理学療法士 と 作業療法士 が マ ン
ツーマンで相談に乗り、その人に合った
食事、その人に適した負荷の運動、その人
が興味を持って続けられる活動を指導す
ることです。おそらく認知症の発症率を
かなり減らせると思います。
　より現実的な対策としては、一人一人
が自分に合った食事や運動や生活活動を
自分で考える、ということでしょう。医師
に注意されたこと、家族に「こんなものば
かり食べて」と言われたことなどを振り
返りながら、自分に合ったライフスタイ
ルを自分で考える。認知症予防に限定せ
ず、自分らしい人生を送るために健康の
増進に努める。それにより結果的に、認知
症の進行を遅らせたり、発症を年単位で
遅らせることも可能だと思います。
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　若年性認知症のために退職を余儀なく
された人が、ただちに介護保険サービスを
利用するのは心理的な抵抗があります。「少
しでも対価をもらいながら社会に役立つ
ことがしたい」。若年性認知症の人のこう
した声を聞き、藤本クリニックでは2011年、
内職を請け負う『仕事の場』を始めました。
　取材に訪れた日は、若年性認知症の人を中
心に、70代の軽度認知症の人、高次脳機能障
害のある人、発達障害の人、社会に出づらい
若者など約30名が、企業から受注した内職
に取り組みました（写真）。参加者からは、「頭
と手を使うのがいいし、みんなでワイワイしゃ
べって楽しい」「こういうところが何もなかっ
たら家にこもるだけですやん。それはつら
いわ」といった声が聞かれます。

『仕事の場』を担当する藤本クリニックのス

タッフは、参加者の症状に応じて道具を工
夫したり、作業分担を変えたりしています。
藤本クリニック院長の藤本直規先生は、「仕
事の場は仲間と出会い、仕事を通じて社会
とのつながりを実感する場であると同時に、
診断後に初めて、工夫された適切なケアを
受ける場でもあります」と話します。　
就労継続支援を経て『仕事の場』へ
　藤本クリニックでは以前から、在職中の
若年性認知症の人の就労継続支援に力を
入れてきました。上司や人事担当者、産業
医などときめ細かくやりとりをしながら、
その時々の状態に応じた仕事内容への変
更や配置転換などを依頼します。2～3年
の就労継続期間を経て退職となるケース
が多いそうです。その後につながる受け皿
として『仕事の場』があります。

作業時間は、45分ごとに15分の休憩（お菓子とお茶で談笑
タイム）をはさみながら4時間。

同じ長さでパイ
プを切れるように
目盛りを付けた
まな板を使用。

切ったパイプは
製氷皿に入れて
数を確認。寸法も
チェックできる。

  ●  藤本クリニック 
「仕事の場」

取材：2019年2月13日 藤本クリニック

藤本クリニック（滋賀県守山市）

“支援の空白期間”をなくす

初期からのケア

毎週水曜日 に 開催。
取材当日の仕事の内
容は、お菓子を入れる
クリスマスブーツの
制作や、玩具（猫じゃ
ら し ）の 部品加工 な
どでした。
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“支援の空白期間”への対処
　藤本先生は、「軽度認知症の人の多くは、
病名を告知すると『忘れたり上手くできな
いのは自分がサボっているからではない
んですね』とホッとする」と言います。もち
ろん今後への不安は残るので、薬物治療に
加え、病気の理解・受容と仲間づくりを目
的とした『外来心理教育（個人・集団）』や、
仲間と自主活動しながら社会参加をめざ
す若年性・軽度認知症デイサービス『もの
忘れカフェ』などの支援があることを伝え
ています（図）。以前は、診断後、クローズド
の心理教育にはなじまない人や直前まで
仕事をしており、何らかの仕事をすること
を望んでいる人は心理教育につながらず、
“支援の空白期間”がありましたが、今はこ
の空白期間を『仕事の場』が埋めています。

認知機能が低下している可能性の 
ある人への対応
　認知症の早期受診が進むのに伴い、認知
症ではないが、認知機能の低下がある境界
線の段階での受診も増えてきました。そう

した人たちは、認知症の病名告知を受けた
人とは異なり、“認知症になるかもしれない
し、ならないかもしれない ” という宙ぶら
りんな状態で、次の受診まで不安で過ごす
ことになります。そこで「心理教育で集まり
ませんか？」「仕事の場に出てみませんか？」
と呼びかけると不安がやわらぐといいます。
次の支援への円滑な移行と仲間への影響
　これまでに多くの人が『仕事の場』から『も
の忘れカフェ』や地元の介護保険サービス
に移行してきました。『仕事の場』で仲間と
交流する喜びを知り、また仲間とふつうに
病気や症状について話し合うことで病気
の受け入れも進むため、「介護保険サービ
スへの移行で困ったことはない」と藤本先
生は明言します。
　藤本クリニックでは、『仕事の場』の仲間が
卒業すると、次の場所で変わらずに過ごして
いることをその都度、参加者に伝えています。
すると、自分のこれから先の姿を重ね、「でも
元気なんだ」「進行しても終わりじゃない」と
安心感を強めているように感じるそうです。

診断から介護保険サービスにたどり着くまでの
支援の空白期間をなくす

さらに、心理教育になじまなかったり、
何らかの仕事をしたい人たちをカバー

診  

断

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

外来心理教育 もの忘れカフェ

仕事の場

● 藤本クリニック 診断直後からの継ぎ目のない支援

藤本クリニック提供資料を元に作成
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　以前は、認知症といえば重度の人、何も
わからなくなった人、というイメージが
世間一般にも専門職にも強かったのでは
ないでしょうか。それが徐々に変化して
きました。インパクトが大きかったのは、
2004年10月、『認知症の人と家族の会』
主催により京都で開かれた国際アルツハ
イマー病協会の国際会議で、認知症の方
が自らの体験や気持ちを発言したことで
す。それ以降、ご本人たちの思いを聞く
機会が増え、世間一般の見方も「ふつうの
人なんだ」というように変わってきてい
ます。
　すでに認知症が進んでしまった方のご
家族も、自ら発言する当事者
の方々の姿を見て、「うちのお
父さんはもう自分のことを話
せないけれど、きっとあのこ
ろはこういう気持ちでいたの
だろう」といった思いで目の
前のご本人と向き合うのでは
ないでしょうか。それはとて
も大きな変化だと思います。
　認知症の人の生活を支える
うえで、今後は職場や地域社
会がより大きな意味を持つよ

うになるでしょう。働き手不足が懸念さ
れるなか、初期の認知症の人も会社で、あ
るいは地域社会で、できること、得意なこ
とを任される。できないことは周りのみ
んなでカバーする。そういう世の中は悪
くないと思います。未婚の単身者や、高
齢になっても働く人が増えている日本の
状況にも合っています。家族のいる方の
場合は、会社で役割を担い、一定の満足感
をもって帰宅すれば家庭でのトラブルも
少ないはずです。これは認知症に限らず、
さまざまな病気や障害をもちながら、み
んなで暮らす社会の大切なモデルになる
と思います。

認知症の人のイメージの変化

取材：2018年8月9日 認知症の人と家族の会 本部（京都）

鈴木 森夫 さん  公益社団法人 認知症の人と家族の会 代表理事

『認知症の人と家族の会』は
全国47都道府県に支部があ
り、本部（京都市）と協力しな
がら、認知症の人本人・介護
家族のつどい、介護経験者に
よる電話相談、世界アルツハ
イマーデー（9月21日）・アル
ツハイマー月間（9月）に関
する啓発活動などさまざま
な事業を展開しています。

認知症と社会

  世界アルツハイマーデー 
啓発ポスター 

（2018年度） 



12

エキスパートによるプチ講話

ごく早期の認知症に関する診療や、医科学的研究は、

どういう発想のもとでどのように進められているので

しょう。

海外では認知症に関してどういう施策がとられ、日

本の地域では認知症になるリスクが高い住民のため

にどのような取り組みが始められているのでしょう。

専門的ではありますが、私たちに深く関わる事柄を、

各分野のエキスパートや地域活動の担い手が、わか

りやすくコンパクトに解説してくれます。
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　この5年10年で、認知症ではないけれど、認
知症に進むかもしれないと思われる方も数
多く受診されるようになりました。そうした
段階の方々は薬物治療の対象ではありませ
んが、だからといって「様子をみましょう」だ
けで終らせることはできません。せっかく早
く受診してくださったのですから、認知症の
発症を抑えるような生活面のアドバイスを
します。この段階の方に医師がすべきことは
いっぱいあります。たとえば自動車運転に関
して、「早く来ていただいたのですぐに運転
をやめる必要はありませんが、もしかすると
数年後にはやめざるを得なくなるかもしれ
ないので、今からゆっくり準備をしていきま
しょう」といったお話をすることは非常に大
事です。

　将来的に認知症になるリスクについて詳
しく説明を受ければ、誰でも不安になると思
います。ですから心理的なサポートも含め、
診断後のフォローも必要になります。一番大
切なのは “ 寄り添う ” ということです。私た
ち医師は寄り添いながら、以前と比べて何か
変化はないか絶えず確認しなければいけま
せん。それは専門医でもかかりつけ医でも一
緒です。
　高齢のアルツハイマー病の場合は、それだ
けで急速に病気が進行することはまずあり
ません。多くは身体の病気で入院したとき
などに急激に認知機能の低下が進みます。で
すから信頼できるかかりつけ医をもち、何か
新しい身体の病気が生じていないかつねに
チェックしてもらうこともとても重要です。

早く受診していただいた方々のために

初期の
医師の役割

池田 学 先生 大阪大学大学院 医学系研究科 精神医学分野 教授

取材：2018年8月25日 山の上ホテル（東京）

Dr.IKEDAからもう一言
認知症は一つの病気ではありません。記憶力が衰えたり、計画が立てられな
いといった症状がみられる状態を表す総称です。認知症の原因となる病気
は、アルツハイマー病やレビー小体病などさまざまですし、うつ病など認知
症以外の病気によって認知症と似た状態が引き起こされることもあります。
病気によって治療や介護の方法が変わってくるので、最初に原因を正確に
知り、その後の道筋を正しくつけることが早期受診・診断の目的であり意義
です。
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　アルツハイマー病の原因といわれるアミロ
イドタンパク質が脳内にたまっているけれど、
まだ認知症の症状はみられない状態をどう考
えればよいのでしょう。よく知られているメ
タボリックシンドローム（メタボ）と比べてみ
るとイメージしやすいかもしれません。
　私たちは健康診断で「メタボです」といわれ
ることがあります。それより重い高血圧や脂
質異常症、糖尿病と診断される人もいます。で
も、そのように診断された人たちはほとんど
が「無症状」で、病気という自覚がありません。
ではなぜ、そうした診断をつける必要がある
のでしょう。その答えはただ一つ。メタボや
高血圧などの段階で何も手を打たずに放って
おくと、失明、心筋梗塞、脳梗塞、腎不全など、
今の医学ではもうもとには戻せない状態に進

んでしまう可能性があるからです（図）。あと
に待ち受ける深刻な病気や障害を予防する
ためには、メタボや高血圧といった診断をつ
けて、治療を開始する必要があります。
　認知症にも同じことがいえます。認知症と
いう状態を、メタボにとっての終着点の障害
と同様だと考えれば、その前の段階、つまり認
知症の症状がまだごく軽い段階や、症状のな
い段階で食い止められるかどうかがカギとな
るのです。今、世界中の研究者が、そのような
発想のもとで認知症の発症予防につながる薬
や運動、ゲームなどがないか探しています。
　予防の手立てが見つかれば、健康診断など
で自分の脳の状態を検査したいという人も増
えるでしょう。認知症のイメージも、高血圧
や糖尿病に近いものになるのかもしれません。

治療の目的と適切な介入タイミングについて

早期対応の意義

岩田 淳 先生 東京都健康長寿医療センター 脳神経内科 部長

取材：2018年8月25日 山の上ホテル（東京）

Dr.IWATAからのアドバイス
認知症を予防できると保証された方法はまだ
ありません。ただ、運動にしろ、食事にしろ、生
活習慣にしろ、認知症の予防や進行抑制に効
果があるというデータが報告されている1）の
は、基本的に健康に良いものばかりです。過去
には、喫煙が認知症リスクを減らすといわれ
ましたが、今では完全に否定されています。で
すから、自分に合った予防法を組み合わせて
実行することは、健康管理に役立つという意
味でも理にかなっていると思います。

●  アルツハイマー病の進行段階と 
成人病との関係

メタボリック
シンドローム

失明
心筋梗塞
脳梗塞
腎不全

高血圧
脂質異常症
糖尿病

症状のない
アルツハイマー病

アルツハイマー病
による認知症

ごく軽い症状の
アルツハイマー病

成人病と同様に、アルツハイマー病も認知症という最終段階に
進んでしまうと、あと戻りができません。このため、より早期の
段階での介入に効果があるかどうかが、現在の研究の焦点と
なっています。

岩田 淳先生 提供

1）Fratiglioni L, et al.: Lancet Neurol, 3:343-353, 2004
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　アルツハイマー病は全世界の認知症の原因
の過半数を占めるとされる重要な病気です。
アルツハイマー病のように脳の神経細胞が
徐々に失われる病気では、ある日突然、認知症
になるわけではありません。認知症と診断さ
れる以前から、脳の変化も、記憶などの認知機
能の衰えも、連続的に進行しています（図）。
　患者さんの症状から、アルツハイマー病に
よる脳の変化をある程度は推測することが可
能です。でもそこには限界もあります。もの
忘れなどの症状は、アルツハイマー病だけで
なく、他の病気でも出現することがあるから
です。ちょうど鼻水やくしゃみの症状が、風
邪でもアレルギー性鼻炎でもみられるように。
　そこで症状の確認に加え、バイオマーカー
などの客観的な指標を活用することで、脳の

変化をとらえる取り組みが行われています。
バイオマーカーとは、病気の有無や進行度を
知るための目安となる物質や検査結果です。
　アルツハイマー病は、脳の中にアミロイド
タンパク質がたまることが大きな特徴とさ
れています。この物質をバイオマーカーとし
た研究が長年続けられてきた結果、脳の中の
アミロイドタンパク質の蓄積は、認知症の発
症の20～30年前から始まっていることがわ
かりました1）。
　今後は、認知症の原因となる他の病気に対
しても、バイオマーカーを使って病気の本質
に迫る研究が進められていくでしょう。そし
てできれば認知症になる前の段階から、脳の
中で進行している病気を突き止めようとい
う動きが加速していくと思います。

症状の背景にある病気の本質に迫る

診断技術の進歩

取材：2018年7月30日 東京都健康長寿医療センター

石井 賢二 先生 東京都健康長寿医療センター研究所 
神経画像研究チーム 研究部長

●  アルツハイマー病は連続的に変化する病気

認知症という診断はあくまで人が決めた節目。その前から病気による変化はゆっくり進んでいますし、診断がついた
からといって急に何かが変わるわけではありません。

認知機能の低下

脳の病的な変化 進行

認知症の診断もの忘れの出現

1)Sperling RA et al.:Alzheimers Dement 2011;7(3):280-292

Sperling RA, et al.: Alzheimers Dement, 2011; 7(3):280-292 より作図
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　 西欧諸国 で は2000年初頭 か ら Dementia 
Friendly Communities（DFCs）という言葉が
使われるようになりました。DFCs は認知症に
対する偏見や差別がない社会、認知症とともに
希望と尊厳をもって暮らせる社会を意味します。
　DFCsの実現に向けて最も早く動き始めたス
コットランドでは、2011年に認知症の人の意見
をもとに『認知症ケア基準』が策定されました

（図）。背景にあったのは、認知症の人の権利が
守られていない状況を変えようという意識の
高まりです。スコットランドでは、この基準の
達成をめざした国家施策が進められています。
　2015年に公表された国の『認知症施策推進総
合戦略（新オレンジプラン）』では、「認知症の人
やその家族の視点の重視」が戦略の柱の1つに
位置づけられました。認知症の施策づくりに当
事者が参加すべきという方向性が明記された

のです。日本でも認知症の人の権利を守ろうと
いう動きは、日に日に大きくなってきています。
　ですが、地域に目を向ければ権利はまだまだ
守られていないのが実情です。2016、17年に東
京都板橋区の高島平で、認知症の人の生活状況
を知るための観察研究と認知症とともに暮ら
せる地域をつくるための研究を実施しました1）。
観察研究では、明らかに認知症であっても、医
療機関で診断を受けている人は4割、要介護認
定を受けている人も4割に過ぎませんでした。
　その要因の一つは社会の中での孤立や情
報不足と考えられたため、地域づくりの研究
では『高島平ココからステーション』という
拠点を設けました。居場所づくりをしたり、
相談に応じてサービスにつないだり、地域で
の生活を継続するためのネットワークづく
りを進めています。

認知症の人の権利を守るために

国内外の動き

取材：2018年8月6日 東京都健康長寿医療センター

粟田 主一 先生 東京都健康長寿医療センター研究所 
自立促進と精神保健研究チーム 研究部長

Dr.AWATAからもう一言
観察研究の結果からは、認知機能が低下している高齢
者は、社会活動への参加、家族や友人たちと交流する
機会が少なく、孤立しやすい状況にあることもうかが
えました2）。認知機能の低下が社会的交流の減少を招
き、それが情報や社会支援サービスへのアクセスを難
しくしている可能性が考えられます。また、認知機能
に問題がある高齢者はそうでない人と比べて、身体的・
精神的な健康状態が悪く、複合的な機能低下を抱えや
すいこともわかりました。

●  スコットランド 認知症ケア基準（抜粋）

Scottish Government: Standards of Care for Dementia in Scotland. 
June 06, 2011. Available at: http://www.gov.scot/Resource/
Doc/350188/0117212.pdf

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/torikumi/
jigyou/caremodel/pdf/houkokusyo.pdf

❶ 私には、診断を受ける権利がある
❷ 私には、かけがえのない個人として、
 尊厳と敬意ある処遇を受ける権利がある
❸ 私には、治療やケアやサポートにアクセスする
 権利がある
❹ 私には、可能な限り自立して、地域社会の
 一員として暮らす権利がある
❺ 私には、十分な支援を受け、認知症について
 教育を受けているケアラーをもつ権利がある
❻ 私には、私の願いに配慮した
 エンド・オブ・ライフ・ケアを受ける権利がある

1）平成28 29年度 認知症とともに暮らせる社会に向けた地域ケアモデル事業報告書
2）平成28 29年度 認知症とともに暮らせる社会に向けた地域ケアモデル事業報告書 P77
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　大分県豊後高田市は2018年4月、認知症と
共生するまちづくりのための調査事業を開
始しました。この事業は、2017年に同市と市
医師会、エーザイ株式会社の3者で締結した

『認知症の方が安心して暮らせるまちづくり
連携協定』に基づくものです。
　豊後高田市の各地域には、近隣住民の誰も
が気軽に集まれる場所として、現在101のサ
ロンがあります。今回の事業は、そのうち15
サロンの協力のもと、60～90歳代の約300
人を対象に進められています。 
　調査事業では、最初に認知機能のチェック・
嗅覚のチェック・フレイル1）のチェック・アン
ケートなどの健康チェックを実施します。そ
の後、3サロンずつ5つのグループに分かれ、
①運動プログラム、②回想法、③口腔ケア、④
料理教室、⑤通常のサロン活動（非介入：比較
対象）を半年間（隔週）継続し、再度健康チェッ
クを行うことで効果を検証します。

　健康チェックの結果、認知機能の低下が疑
われる人には、郵送および戸別訪問にてその
旨を通知し、医師会の協力医療機関（千嶋病
院・高田中央病院）への受診を促します。
　協力医療機関では、認知症や認知機能低下
のリスクのある状態ではないか、あるいはう
つ病による集中力や意欲の低下が原因では
ないか、などを専門医が確認し、認知症やう
つ病と診断した場合には治療を開始します。
また、認知機能低下のリスクのある状態で
あってもサロン活動（自治体による予防施策）
は継続されるため、受け皿は確保されます。
まだ介護保険サービスの対象ではないため
に孤立し、不安を募らせる “ 空白の期間 ” を
解消できるわけです。

1）フレイル：年齢を重ねるとともに心と体の活力が衰えた状態

早期気づき・即時フォローに向けて

地域活動事例

取材：2018年8月20日 豊後高田市役所

調査事業の事務局より

植田 克己 さん  豊後高田市社会福祉課 課長

取材：2018年8月20日 豊後高田市役所

地域住民の方々に対し、なぜ認知機能チェック
を行うかの説明が足りないと、認知症というレッ
テルを貼られるといった誤解を招いたり、点数
が低い場合にショックを与えてしまいかねませ
ん。ですから事前に「頭や体の健康がサロン活動
によってどう改善するのかを知るために、今の
自分の状況を把握します。自分のためにチェッ
クを受けてください」とお伝えしました。

運動プログラム実施風景

豊後高田市 社会福祉課 提供

大分県豊後高田市
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